再
ー地域包括ケア対策ー
構
築 「地域マネジメント職（総合職）育成寺子屋」ご案内
版
主催：一般社団法人 地域ケア総合研究所
～今年は酉年、鳥のように高所から広い視野で見渡し、
マネジメントできるように羽ばたきましょう！～
地域包括ケアにおいて、医療・介護・福祉事業者には新たな取り組みが求められています。まず、地域を知るこ
とから始まり、どうマネジメントをしていくのか、その役割を担う人材が求められます。そのマネジメントとは、どのよ
うに展開していくものなのか、どう取り組んでいいか分からない、でも今のままでは地域で生き残る法人になれな
いのではないか等、様々な意見が寄せられています。そこで、当研究所では各法人様の地域マネジメントを担う人
材を育成する研修を企画いたしました。
今までの事業展開に於いて各法人様が担ってこられた役割を、更に深く、そして地域になくてはならない事業運
営を継続していくべく、ぜひこの機会に地域マネジメント寺子屋にご参加ください。

◆地域マネジメント職（総合職）に求められること及びカリキュラム内容（①～㉑）
①地域包括ケアシステムの基本
②医療保険制度と診療報酬体系の理解
③介護保険制度と介護報酬体系の理解
④障害福祉の理解と実践例
⑤児童福祉の理解と実践例
⑥地域マネジメントの理解と実践例
⑦ケアマネジメントの理解と実践例
⑧リハマネジメントの理解と実践例
⑨シームレスケアの理解と実践例
⑩医療的支援：服薬管理・療養・終末期・看取り
支援等の理解と実践例

⑪住まい系サービスの理解と実践例
⑫建築基準法（耐震）・消防法の理解と実践例
⑬地域ケア会議５つの機能の理解と実践例
⑭市区町村事業の理解（総合事業）と実践例
⑮生活支援サービスの理解と実践例
⑯生活支援コーディネーターの役割と実践例
⑰地域福祉（社協の役割）の理解と実践例
⑱制度外サービスの理解と実践例
⑲共生型サービスの理解と実践例
⑳混合介護の理解と実践例
㉑行政への政策提言（提案）等プレゼン力を養う

研修についての詳細
〇演習、事例検討、現地指導（子ども園・障がい者支援・共生型・住まい系・サロン・制度外サービス）
が研修の中心になります。地域マネジメントを担う人材としては「法人を知り」「地域を知り」「制度を
知り」医療・介護・福祉分野以外のことにも目を向けていかなければなりません。そのような理由から
医療・介護・福祉・保育・人材育成・地域づくり・ケアマネジメント・障がい支援・地域支援事業・社会
福祉事業などに精通した講師陣をお招きし、総合的に地域包括ケア・マネジメントを学び、活かせる
カリキュラムになっております。
〇生活支援コーディネーター、地域ケア会議の５つの機能など地域との関わり
〇医療と介護、福祉、住まい、生活支援の架け橋役になるための学び
〇この研修では、学んだ内容を業務（事業活動）に活かすために、取り組んでいただくものにしていきま
すので、カリキュラムごとに事例の提出がございます。
〇２日間という期間を設けた理由も、研修で学んだことを次に活かしていくために必要な時間として
組んでおります。その中で、参加者同士の交流を大切にし、意見・情報交換ができるよう交流会も
一緒に企画しております。初めてお会いする方々とのコミュニケーションを培うことも、地域マネジメン
ト寺子屋の特徴となっております。
〇平成３０年の「医療・介護報酬同時改定」におけるセミナーが、カリキュラムに組んであります。早い段
階で改定情報を入手でき、対策を講じていただける内容となっております。

学びのイメージ
２０２０年３月までには地域の中で実践できるようにしましょう！

寺子屋での学び
（２０１７～２０１９）

法人に戻り

現場で

確認

実践

振り返り

◆日程（１泊２日）を４回シリーズ
詳細の日程・時間割に関しては添付のカリキュラムをご参照ください。

回数

日 程

会 場（予定）

１回

平成２９年９月１４～１５日

【佐久平プラザ２１】
住所：長野県佐久市佐久平駅東２－６

２回

平成２９年１１月９～１０日

【八重原サロン：笑福庵】
住所：長野県東御市八重原2963

３回

平成２９年１２月１４～１５日

【佐久平プラザ２１】
住所：長野県佐久市佐久平駅東２－６

４回

平成３０年３月８～９日

【佐久平プラザ２１】
住所：長野県佐久市佐久平駅東２－６

◆募集定員
２５名まで

◆対象者
法人地域包括ケア担当、部門長、エリア長、管理者、病院・施設地域連携担当、地域包括支援センター職員、社
会福祉協議会地域福祉担当、生活支援コーディネーター、主任介護支援専門員、介護支援専門員、市区町村健
康福祉担当者、保健師、社会福祉士等

◆研修費（宿泊代・飲食代は含まれません）
全４回１２０，０００円（1回２日間：３０，０００円）
＊研究所会員は２０％０ＦＦで全４回９６，０００円（１回２日間：２４，０００円）
＊会員で顧問契約法人は４０％ＯＦＦ全４回７２，０００円（１回２日間：１８，０００円）
*「労働局の助成金（人材開発支援・キャリアアップ）」を活用できます。内容は別紙にてご確認ください。
ご不明な点に尽きましてはご相談ください。

◆研修場所
○第２回は長野県東御市八重原2963「八重原サロン：笑福庵」
（最寄駅/しなの鉄道 田中駅：車で７分。北陸新幹線上田駅、佐久平駅：車で２５分）
〇第１回、第３回、第４回は長野県佐久市佐久平駅東2-6「佐久平プラザ２１」（最寄駅/北陸新幹線佐久
平駅）

◆宿泊について
ホテル宿泊は、ホテルと「研修会場・八重原サロン」の送迎をさせていただきますので、佐久平駅周辺の
ホテル（プラザ２１・東横イン佐久平・ＡＱＵＡホテル等）を、おとりいただけますようお願い致します。また、
八重原サロン周辺にも、「明神館」という宿泊施設がございます。佐久平周辺のホテルですと、ホテルに
よって若干の差はございますが、およそ一泊6,000円～7,000円前後にて、ご宿泊いただけます。また、研
修会場となります「八重原サロン」にもご宿泊いただけます（コテージ・和室等２人・３人室です。サロン宿
泊の場合は無料ですが、個室はございませんので、ご希望者皆様で同室にてお泊りいただくことになりま
すことをご承知おきください。＊お申込みの段階で、ご相談ください。

◆主催者：一般社団法人地域ケア総合研究所

再構築版：地域マネジメント職（総合職）育成寺子屋申込
◆ＦＡＸ送付先⇒０２６８ー７５－５２７０
法人・事業所名：
研修参加者名：お名前と役職をご記入ください。
①

名前

役職

②

名前

役職

③

名前

役職

④

名前

役職

研修についてのご連絡窓口（ご担当者名） ：
ご連絡先 ： ＴＥＬ

－

－

ＦＡＸ

ー

ー

研修に関する連絡用メールアドレス：
＊同法人より複数名参加で、窓口が異なる場合は、下記にそれぞれご記入ください
①ご連絡担当者名：
ＦＡＸ：
②ご連絡担当者名：
ＦＡＸ：
③ご連絡担当者名：
ＦＡＸ：
④ご連絡担当者名：
ＦＡＸ：

電話番号：
研修に関する連絡用メールアドレス：
電話番号：
研修に関する連絡用メールアドレス：
電話番号：
研修に関する連絡用メールアドレス：
電話番号：
研修に関する連絡用メールアドレス：

◆ＦＡＸにてお申し込みいただいた後に、請求書を発行させていただき、その後振込確認のあとに受講票、受講案内
通知を発行させていただきます。
ご不明な点につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。
◆全日程でのお申込みとなりますことを、ご承知おきください（単発での参加申し込みはご遠慮ください）。
◆第３回、第４回は佐久平の「佐久平プラザ２１」となります。この期間におかれましては、八重原サロン宿泊ご希望
は基本的には受け付けておりません。佐久平駅周辺のホテルをご利用ください（ご希望がございましたら、弊所にて
ホテルの手配を承ります）。
◆日程が以前の内容と変更となっておりますので内容を再度ご確認ください。

－お振り込み先－
八十二銀行 上田東支店 普通口座 １０４５８１１ 一般社団法人地域ケア総合研究所
代表理事 竹重俊文

研修主催： 一般社団法人 地域ケア総合研究所

お問い合わせ

住所： 長野県東御市八重原２９６３
電話： ０２６８－７５ー０４３０ ＦＡＸ：０２６８－７５－５２７０
メール： chiikiyui@yahoo.co.jp
担当： 須江祐子・竹重史弥（ふみや）

研修会場案内
第２回１１月９～１０日の研修会場案内
会場：「八重原サロン：笑福庵」
住所：長野県東御市八重原２９６３

◆会場までの経路案内（佐久平駅からは送迎車にておよそ３０分）
＜新幹線、電車の場合＞
＊東京方面から
北陸新幹線 東京から佐久平 佐久平駅
＊名古屋方面から
①特急しなので名古屋から長野→北陸新幹線で長野から佐久平
②東海道新幹線で東京→北陸新幹線で東京から佐久平
＊福岡方面から
福岡空港から羽田空港→北陸新幹線 東京から佐久平
＊札幌方面から
新千歳空港から羽田空港→北陸新幹線 東京から佐久平
＊北陸方面から
北陸新幹線 金沢から佐久平
＊長野県内から
しなの鉄道で長野から小諸→小海線にて小諸から佐久平
<お車の場合＞
＊上信越道東部湯の丸インターより車でおよそ１５分
◆第１回８月２４～２５日、第３回１２月１４～１５日、第４回３月８～９日の研修会場案内
会場：佐久平プラザ２１
住所：長野県佐久市佐久平駅東２－６

◆会場までの経路案内
研修会場：長野県佐久市佐久平駅東２－６「佐久平プラザ２１」 北陸新幹線佐久平駅蓼科口より徒歩２分）
＊東京方面から
北陸新幹線 東京から佐久平
＊名古屋方面から
①特急しなので名古屋から長野→北陸新幹線で長野から佐久平
②東海道新幹線で東京→北陸新幹線で東京から佐久平
＊福岡方面から
福岡空港から羽田空港→北陸新幹線 東京から佐久平
＊札幌方面から
新千歳空港から羽田空港→北陸新幹線 東京から佐久平
＊北陸方面から
北陸新幹線 金沢から佐久平
＊長野県内から
しなの鉄道で長野から小諸→小海線にて小諸から佐久平
<お車の場合＞
＊上信越道佐久平インターから車でおよそ５分

地域マネジメント職（総合職）育成寺子屋
回

日 程

時

間

13:30～18:30
9／14（木）

（5H）

内

カリキュラム

容

講

師

① ２０１８年診療報酬改定概要の解説（３時間）

酒井麻由美

② ２０１８年介護報酬改定概要の解説（２時間）

（助成対象外）

① ２０１８年報酬改定概要の解説（３時間）

酒井麻由美

② 地域医療構想・病院機能と病床機能（１時間）

（助成対象外）

③ 地域包括ケアシステムの基本（１時間）

竹重俊文

④ 地域マネジメント職の役割（１時間）

須江祐子

第
１

9:00～17:00

回

9／15（金）

（7H）

⑤ 地域アセスメントの理解（１時間）
13:30～18:30
（5H）
第

１１／９（木）

① ケアマネジメントの理解と実践例（１時間）

須江祐子

② 地域ケア会議の５つの機能（１時間）

竹重俊文

③ 地域マネジメントの理解と実践例（１時間）

吉田周平

２

④ 子育て支援高齢者・こども園(1 時間）

回

⑤ 住民主体の支援（1 時間）
9:00～17:00
（7H）
１１／１０（金）

① リハマネジメントの理解（２時間）

砂川

② 生活支援サービスの理解（1 時間）

松下典子

③ 生活支援コーディネーターの実践（１時間）

竹重俊文

④ 地域包括支援センターの取り組み（１時間）

須江祐子

剛

⑤ 制度外・混合等サービスの理解（1 時間）
13:30～18:30
１２／１４（木）

（5H）

① ２０１８年診療報酬改定概要の解説（３時間）

酒井麻由美

② ２０１８年介護報酬改定概要の解説（２時間）

（助成対象外）

① ２０１８年医療・介護報酬改定概要の解説

酒井麻由美

第
３
9:00～17:00

回
１２／１５（金）

（7H）

同時改定の概要の解説（３時間）
② 医療的支援：服薬管理・療養・終末期・看取り支援
等の理解と実践例（２時間）

（助成対象外）
竹重俊文
杉田

伸

③ 在宅医療と介護の連携（１時間）

須江祐子

④ 市町村総合事業の理解と実践（１時間）

井上謙一

① 行政へのプレゼン力を養う（２時間）

竹重俊文

② 地域福祉（社協）の役割（１時間）

中山温夫

第

③ 住まいの理解と建築基準・消防法の理解（２時間）

井出良三

４

④ 住まい系サービスの理解と実践例（1 時間）

須江祐子

回

⑤ 共生型サービスについて（２時間）

9:00～18:00
３／８（木）

３／９（金）

（8H）

9:00～18:30

① ２０１８年診療報酬改定の解説（４時間）

酒井麻由美

（8.5H）

② ２０１８年介護報酬改定の解説（4 時間）

（助成対象外）

③ まとめ（質疑 30 分）
●酒井麻由美氏の講義は、一般参加者がおりますので、労働局の助成金対象外です。

